
東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
http://www.myam.co.jp/

交付運用報告書

東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
http://www.myam.co.jp/

〈運用報告書のお問い合わせ先〉
サポートデスク 0120‒565787

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

明治安田ＤＣハートフルライフ
（プラン３０・５０・７０）
追加型投信／内外／資産複合

自動継続投資専用

受益者のみなさまへ
平素は「明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン
30・50・70）」にご投資いただき、厚くお礼申し上げ
ます。　
当ファンドは、左記の運用方針に基づき信託財産

の運用を行い、第16期の決算を行いました。ここに
期中の運用状況につきましてご報告申し上げます。
　今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申
し上げます。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法により交付できる旨定めています。運用報告書（全体版）は、上記の
委託会社のホームページのホーム画面から、確定拠出年金商品一覧を選択し、当ファンドの運用報告書（全体版）を選択することにより、閲
覧およびダウンロードすることができます。
また、運用報告書（全体版）を書面でご要望の場合は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。

●運用方針
　明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファン
ド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザー
ファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マ
ザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・
マザーファンドおよび明治安田外国債券ポートフォ
リオ・マザーファンドの各マザーファンドを通じて、
国内株式・国内債券・外国株式・外国債券へ分散投
資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

第16期末（2017年11月29日）

基準価額
プラン70

純資産総額
18,809円

2,196百万円

プラン50
17,721円

3,034百万円

プラン30

プラン70プラン50プラン30

15,947円
1,854百万円

第16期
（2016年11月30日～ 2017年11月29日）

騰落率
分配金合計

16.2％
0円

11.7％
0円

7.2％
0円

※騰落率は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資し
たものとみなして計算したものです。



１

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

運用経過の説明
基準価額等の推移（プラン30）

基準価額の主な変動要因（プラン30）

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化したものであり、期首の基
準価額に合わせて指数化しています。詳細は最終ページの「ベンチマークについて」をご参照下さい。

ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債
券へ分散投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りと
なりました。
（上昇要因）
・期首から2017年3月前半にかけて米国新政権に対する政策期待の高まりを受けて内外株式相場が
上昇したこと
・4月後半から期末にかけて、世界的な景気拡大や企業業績の改善を下支えに、内外株式相場が堅
調に推移したこと
・4月後半から期末にかけて、フランス大統領選挙で親ＥＵ（欧州連合）派候補の勝利、 ＥＣＢ（欧州
中央銀行）の緩和的な金融政策からの転換などを背景にユーロが円に対して上昇したこと

（下落要因）
・2017年3月後半から4月前半にかけて、フランス大統領選挙における極右候補台頭への懸念や、米
国によるシリア、アフガニスタン空爆を受けて投資家のリスク回避姿勢の広がりから内外株式相
場が下落し、主要通貨が円に対して下落したこと



２

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

運用経過の説明
基準価額等の推移（プラン50）

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化したものであり、期首の基
準価額に合わせて指数化しています。詳細は最終ページの「ベンチマークについて」をご参照下さい。

基準価額の主な変動要因（プラン50）
ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債
券へ分散投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りと
なりました。
（上昇要因）
・期首から2017年3月前半にかけて米国新政権に対する政策期待の高まりを受けて内外株式相場が
上昇したこと
・4月後半から期末にかけて、世界的な景気拡大や企業業績の改善を下支えに、内外株式相場が堅
調に推移したこと
・4月後半から期末にかけて、フランス大統領選挙で親ＥＵ（欧州連合）派候補の勝利、 ＥＣＢ（欧州
中央銀行）の緩和的な金融政策からの転換などを背景にユーロが円に対して上昇したこと

（下落要因）
・2017年3月後半から4月前半にかけて、フランス大統領選挙における極右候補台頭への懸念や、米
国によるシリア、アフガニスタン空爆を受けて投資家のリスク回避姿勢の広がりから内外株式相
場が下落し、主要通貨が円に対して下落したこと



３

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

運用経過の説明
基準価額等の推移（プラン70）

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化したものであり、期首の基
準価額に合わせて指数化しています。詳細は最終ページの「ベンチマークについて」をご参照下さい。

基準価額の主な変動要因（プラン70）
ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債
券へ分散投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りと
なりました。
（上昇要因）
・期首から2017年3月前半にかけて米国新政権に対する政策期待の高まりを受けて内外株式相場が
上昇したこと
・4月後半から期末にかけて、世界的な景気拡大や企業業績の改善を下支えに、内外株式相場が堅
調に推移したこと
・4月後半から期末にかけて、フランス大統領選挙で親ＥＵ（欧州連合）派候補の勝利、 ＥＣＢ（欧州
中央銀行）の緩和的な金融政策からの転換などを背景にユーロが円に対して上昇したこと

（下落要因）
・2017年3月後半から4月前半にかけて、フランス大統領選挙における極右候補台頭への懸念や、米
国によるシリア、アフガニスタン空爆を受けて投資家のリスク回避姿勢の広がりから内外株式相
場が下落し、主要通貨が円に対して下落したこと



４

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

１万口当たりの費用明細
（プラン30）

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託
が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

金額 比率
項目の概要項　目

当期

合　　　　計  150  0.988

（2016年11月30日～ 2017年11月29日）

円 ％（ａ）信託報酬

（投信会社）
（販売会社）

（受託会社）

 137

 （46）
 （78）

 （13）

 0.896

 （0.302）
 （0.508）

 （0.086）

（ａ）信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率
※期中の平均基準価額は15,310円です。
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
ドの管理等の対価
ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

 11
 （11）

（ｂ）売買委託手数料
（株式）

 0.074
 （0.074）

（ｂ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数
料（投資信託証券）  （0）  （0.000）

 0（ｃ）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

 0.002 （ｃ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 （0）

 （0）
 （0.002）
 （0.000）

 2
 （1）

（ｄ）その他費用
（保管費用）

 0.016
 （0.007）

（ｄ）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用）  （1）  （0.005）
（その他）  （0.004） （1）



５

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

１万口当たりの費用明細
（プラン50）

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託
が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

金額 比率
項目の概要項　目

当期

合　　　　計  199  1.188

（2016年11月30日～ 2017年11月29日）

円 ％（ａ）信託報酬

（投信会社）
（販売会社）

（受託会社）

 175

 （61）
 （99）

 （14）

 1.048

 （0.367）
 （0.594）

 （0.086）

（ａ）信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率
※期中の平均基準価額は16,665円です。
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
ドの管理等の対価
ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

 19
 （19）

（ｂ）売買委託手数料
（株式）

 0.115
 （0.115）

（ｂ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数
料（投資信託証券）  （0）  （0.000）

 1（ｃ）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

 0.004 （ｃ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 （1）

 （0）
 （0.004）
 （0.000）

 4
 （2）

（ｄ）その他費用
（保管費用）

 0.021
 （0.013）

（ｄ）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用）  （1）  （0.005）
（その他）  （0.003） （1）



６

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

１万口当たりの費用明細
（プラン70）

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託
が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

金額 比率
項目の概要項　目

当期

合　　　　計  238  1.375

（2016年11月30日～ 2017年11月29日）

円 ％（ａ）信託報酬

（投信会社）
（販売会社）

（受託会社）

 204

 （71）
 （118）

 （15）

 1.177

 （0.410）
 （0.680）

 （0.086）

（ａ）信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率
※期中の平均基準価額は17,321円です。
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
ドの管理等の対価
ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

 29
 （29）

（ｂ）売買委託手数料
（株式）

 0.169
 （0.169）

（ｂ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数
料（投資信託証券）  （0）  （0.000）

 1（ｃ）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

 0.005 （ｃ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 （1）

 （0）
 （0.005）
 （0.000）

 4
 （3）

（ｄ）その他費用
（保管費用）

 0.024
 （0.015）

（ｄ）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用）  （1）  （0.005）
（その他）  （0.003） （0）



７

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

最近５年間の基準価額等の推移
（プラン30）

基準価額 （円）
期間分配金合計（税込み） （円）
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
ベンチマーク騰落率 （％）
純資産総額 （百万円）

10,856
－
－
－
609

13,185
0

21.5
20.5
790

14,346
0
8.8
9.1

1,379

14,850
0
3.5
3.5

1,552

14,881
0
0.2
0.3

1,689
※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化
したものです。
※騰落率は小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
※純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

2012年11月29日
期初

2013年11月29日
決算日

2014年12月1日
決算日

2015年11月30日
決算日

2016年11月29日
決算日

15,947
0
7.2
6.8

1,854

2017年11月29日
決算日

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用
の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税
条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、5年前の基準価額に合わせて指数化しています。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

最近５年間の基準価額等の推移
（プラン50）

基準価額 （円）
期間分配金合計（税込み） （円）
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
ベンチマーク騰落率 （％）
純資産総額 （百万円）

10,310
－
－
－
941

13,749
0

33.4
32.0
1,312

15,411
0

12.1
12.7
2,176

16,151
0
4.8
4.7

2,481

15,868
0

△1.8
△1.6
2,585

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用
の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税
条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、5年前の基準価額に合わせて指数化しています。

※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化
したものです。
※騰落率は小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
※純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

期初 決算日 決算日 決算日 決算日
2012年11月29日 2013年11月29日 2014年12月1日 2015年11月30日 2016年11月29日

17,721
0

11.7
11.4
3,034

決算日
2017年11月29日
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

最近５年間の基準価額等の推移
（プラン70）

基準価額 （円）
期間分配金合計（税込み） （円）
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
ベンチマーク騰落率 （％）
純資産総額 （百万円）

9,343
－
－
－
727

13,715
0

46.8
44.6
1,019

15,745
0

14.8
15.6
1,519

16,785
0
6.6
6.2

1,757

16,182
0

△3.6
△3.8
1,802

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用
の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税
条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、5年前の基準価額に合わせて指数化しています。

※ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を10,000として指数化
したものです。
※騰落率は小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
※純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

期初 決算日 決算日 決算日 決算日
2012年11月29日 2013年11月29日 2014年12月1日 2015年11月30日 2016年11月29日

18,809
0

16.2
16.0
2,196

決算日
2017年11月29日
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

投資環境
日本株式
国内株式相場は、大幅に上昇しました。米国政権の政策に対する不透明感や北朝鮮情勢の緊迫化
などが懸念され下落する局面もありましたが、フランス大統領選挙の結果を受け、欧州の政治に対
する不透明感が後退したことや、世界的な景気回復による堅調な企業業績を背景に2017年9月上旬
にかけて底堅い展開となりました。その後、衆議院選挙で与党が優勢となり政権安定期待が広がっ
たことや、米国において税制改革論議が進展するとの見方が広がったことなどから期末にかけて上
昇しました。

外国株式
外国株式相場は、大幅に上昇しました。米国政権の政策運営への不信感や中東や北朝鮮での地政
学リスクの高まりなどから軟調な局面もありましたが、米国の好調な経済環境や企業業績、市場予
想を上回るＥＣＢによる量的金融緩和の期間延長決定、イタリアにおける不良債権問題を抱える銀
行に対する公的支援の議論の進展などを背景に上昇基調を維持しました。

日本債券
国内債券市場では、日銀が2016年9月に新たに導入した「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
のもとで、10年国債金利について「ゼロ％程度」を誘導目標としてコントロールする方針を継続して
いることから、期を通じて概ね0％から＋0.10％程度のレンジでの推移となりました。2017年1月に、
月中の日銀の国債買入が市場の想定よりも少なかったことをきっかけに、日銀の緩和スタンスに対
する疑念が生じ10年国債金利が上昇する局面があったものの、上昇は一時的なものにとどまりまし
た。

外国債券
　米国債券市場では、長期金利は期首から2017年9月上旬にかけて、同国政権の財政拡張政策への
期待や、欧州の長期金利が上昇した影響などから上昇（債券価格は下落）する局面もありましたが、
大統領の政策実行力に対する疑念が広がったことや、北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まり、およ
びハリケーンの影響などから低下（債券価格は上昇）しました。その後、年内利上げ観測の高まりな
どから長期金利は上昇しました。
　欧州債券市場（ドイツ）では、長期金利は期首から7月上旬にかけて、米国によるシリア空爆など
地政学リスクの高まりなどから低下する局面もありましたが、欧州の政治リスク懸念が後退したこ
とや、 ＥＣＢの金融緩和政策の縮小観測などを受けて、上昇しました。その後は、強弱材料が混在
しもみ合う展開となりました。

外国為替
米ドルは、期首から米国新政権の景気刺激策への期待を背景とした金利急騰に連動し、12月中旬
にかけて円に対して上昇しました。その後は、米国の金融緩和策の縮小観測から内外金利差が拡大
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

当該投資信託のポートフォリオ

45%

20%
25%
10%

プラン70

30%

40%
20%
10%

プラン50

20%

60%
10%
10%

プラン30
明治安田日本株式ポートフォリオ･マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ･マザーファンド
明治安田日本債券ポートフォリオ･マザーファンド
明治安田外国株式ポートフォリオ･マザーファンド

マザーファンド名

国内株式

国内債券
外国株式
外国債券

資産

明治安田外国債券ポートフォリオ･マザーファンド
※国内債券には短期資産等を含みます。

【基準組入比率】

【明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）】
期首の運用方針に基づき、マザーファンドを通じて、国内株式・ 国内債券・外国株式・外国債券
へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指しました。当期も追加設定および解約に対して
は基準組入比率に応じて各マザーファンドの売買を行い、マザーファンドの組入比率は期を通じて
概ね99％程度を維持しました。また、資産価額の変動等により基準組入比率から一定の範囲を超え
た場合にはすみやかに基準組入比率に近づけるように組み入れ調整を行いました。

【明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド】
当期の運用は中長期の視点を重視し魅力的な株価水準にあると考えられる成長銘柄への選別投資
を継続しました。

【明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド】
当期の運用は引き続き企業への直接訪問等を通じて長期的な利益成長が期待でき、かつ割安と判
断される銘柄を発掘し投資を行いました。成長株重視のポートフォリオ特性を維持しつつ業種配分
等を勘案しながら相対的に投資魅力度の低下した銘柄の売却を行った一方で、成長性が高いと判断
した銘柄を新規に買い付けるなど機動的に銘柄の入れ替えを行いました。

【明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド】
当期の運用はデュレーション（債券の投資元本の平均回収期間）については金融緩和の継続や景気
の先行き不透明感の高まりなどを受け金利低下（債券価格の上昇）が予想された場合には長期化戦略
を、金利上昇（債券価格の下落）が予想された場合には短期化戦略をとりました。保有債券の年限別

し、円に対して上昇する場面もありましたが、米国政権の政策実行力への懸念、中東や北朝鮮での
地政学リスクの高まりなどが上値を抑えました。
ユーロは、欧州政治リスクの後退や、 ＥＣＢによる金融緩和縮小期待などを背景に円に対して上

昇しました。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

構成については、デュレーションの長期化時には長期債をオーバーウェイトし、短期化時には短期
債をオーバーウェイトしました。また、短期から長期ゾーンにおける年限間の割高･割安に着目し
た年限構成としました。種別選択については期を通じて、非国債（円建外債、事業債等）をベンチ
マークに対してオーバーウェイトとしました。

【明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド】
当期の運用は買い入れの視点として、 ①企業固有の強みの発揮、 ②有利な事業環境、 ③事業環境

の好転/自助努力による収益の改善などに着目しました。売却の視点として、 ①業績見通しの不透
明感の台頭、 ②利益確定に着目しました。

【明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド】
当期の運用は国別･通貨別配分についてはベンチマーク構成比に対して、収益率が高まると判断
した国･通貨をオーバーウェイトし、劣後すると判断した国･通貨をアンダーウェイトしました。
デュレーションについては金利見通しに基づき市場動向を勘案しながら、ベンチマークに対して金
利低下を予想した場合には長期化を実施し、金利上昇を予想した場合には短期化としました。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

当該投資信託のベンチマークとの差異
基準価額とベンチマークの対比（騰落率）

※ファンドの騰落率は分配金込み ※ファンドの騰落率は分配金込み※ファンドの騰落率は分配金込み

プラン30 プラン50 プラン70

基準価額の騰落率はプラン30が＋7.2％、プラン50が＋11.7％、プラン70が＋16.2％になりました。
一方、ベンチマークの騰落率はプラン30が＋6.8％、プラン50が＋11.4％、プラン70が＋16.0％とな
り、騰落率の差異はプラン30が＋0.4％、プラン50が＋0.3％、プラン70が＋0.2％となりました。こ
の差異に関する主な要因は以下の通りです。

（プラス要因）
・「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」、「明治安田外国株式ポートフォリオ・マ
ザーファンド」、「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」の騰落率が各マザーファ
ンドのベンチマークの騰落率を上回ったこと
　（ベンチマークを設定していない「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」も東証
株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回りました。）

（マイナス要因）
・「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」の騰落率が同マザーファンドのベンチマー
クの騰落率を下回ったこと
・信託報酬等のファンド運用上の諸費用を計上したこと
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

分配金

今後の運用方針

分配原資の内訳
（単位：円・％、1万口当たり、税引前）

項　目

当期分配金
　（対基準価額比率）

－
－
－
－

6,433

当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額

プラン30 プラン50 プラン70
－
－
－
－

8,897

－
－
－
－

10,948
（注1）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額

（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率
とは異なります。 

（注2）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算
出しているため合計が当期分配金と一致しない場合が
あります。

第16期
（2016年11月30日～2017年11月29日）

【明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）】
引き続き、マザーファンドを通じて国内株式・国内債券・外国株式・外国債券へ分散投資を行
い、信託財産の長期的な成長を目指します。追加設定および解約に対しては基準組入比率に応じて
各マザーファンドの売買を行います。また、資産価額の変動等により基準組入比率から一定の範囲
を超えた場合にはすみやかに基準組入比率に近づけるように組み入れ調整を行います。

【明治安田日本株式ポートフォリオ･マザーファンド】
バリュエーションに留意し、高い成長性とマネジメントクオリティを有する企業に投資する方針
です。個別銘柄と産業分析を重視して銘柄選択を行い、 ＴＯＰＩＸを上回る超過収益を目指し運用
を行います。

【明治安田中小型株式ポートフォリオ･マザーファンド】
引き続き企業訪問などによるボトムアップリサーチにより、独自の技術や戦略で需要を創造する

収益分配金については信託財産の長期的な成長を図るため各プランとも見送りとさせていただき
ました。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設け
ず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

該当事項はございません。

お知らせ

ことで中長期的に利益成長が期待できる企業を選別し、財務健全性や株価水準にも配慮しつつ機動
的な運用を行う方針です。

【明治安田日本債券ポートフォリオ･マザーファンド】
デュレーションは基本方針としてレンジ内での逆張りとします。保有債券の年限別構成は引き続
き各年限に対する投資家ニーズの分析や、定量的な割安・割高分析などから、投資魅力度の高い案
件の発掘に努める方針とします。種別選択は非国債（円建外債、事業債等）については、オーバー
ウェイトを維持する方針です。

【明治安田外国株式ポートフォリオ･マザーファンド】
銘柄選択については「構造的なトレンドの恩恵」、「特定分野における競争力」、「優れたビジネス
モデル」、「リストラ効果・企業再編による業績改善」、「過去の投資成果の発揮」、「事業環境の改
善・安定化が見込まれる分野」などに着目し、バリュエーションにも留意していきます。

【明治安田外国債券ポートフォリオ･マザーファンド】
通貨別配分については、各国の財政・金融政策格差を注視し、適宜調整します。デュレーション
については各国の景気動向および金融政策の変化等を注視し、適宜調整を行います。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

当該投資信託の概要
追加型投信／内外／資産複合　自動継続投資専用商 品 分 類
無期限です。信 託 期 間
信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。運 用 方 針

分 配 方 針 分配対象額の範囲は利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、基準価額水準等を勘案して
分配します。

主 要 投 資 対 象

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォ
リオ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安
田外国株式ポートフォリオ・マザーファンドおよび明治安田外国債券ポートフォリ
オ・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券へ
の投資を行います。

明 治 安 田 Ｄ Ｃ
ハートフルライフ
（プラン30・50・70）

ＴＯＰＩＸ500に含まれる銘柄を主要投資対象とします。
明治安田日本株式ポート
フォリオ・マザーファンド

ＴＯＰＩＸ500対象銘柄以外を主要投資対象とします。
明治安田中小型株式ポート
フォリオ・マザーファンド

邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。
明治安田日本債券ポート
フォリオ・マザーファンド

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。また、外貨建
資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以下とします。

明治安田ＤＣハートフルライフ
（ プ ラ ン ３ ０ ）

世界各国（日本を除く）の株式を主要投資対象とします。
明治安田外国株式ポート
フォリオ・マザーファンド

世界各国（日本を除く）の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
明治安田外国債券ポート
フォリオ・マザーファンド

明治安田ＤＣハートフルライフ
（ プ ラ ン ５ ０ ）

明治安田ＤＣハートフルライフ
（ プ ラ ン ７ ０ ）

明 治 安 田 日 本 株 式 ポ ー ト
フォリオ・マザーファンド

明治安田中小型株式ポート
フォリオ・マザーファンド

明治安田日本債券ポート
フォリオ・マザーファンド

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。また、外貨建
資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の90％以下とします。また、外貨建
資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。

株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。

株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資は行いません。

株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。また、外貨建資産への
投資は行いません。

明治安田外国株式ポート
フォリオ・マザーファンド

株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資割合には制限を設け
ません。

明治安田外国債券ポート
フォリオ・マザーファンド

株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。また、外貨建資産への
投資割合には制限を設けません。

運 用 方 法
（組 入 制 限）
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

※各資産クラスの指数について
資産クラス 指数名称 権利者
日本株 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 株式会社東京証券取引所
先進国株 MSCI-KOKUSAI（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.
日本国債 NOMURA-BPI（国債） 野村證券株式会社
先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） Citigroup Index LLC
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC
（注）海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースにて表示。
※各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。
　また、各権利者は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
　各指数の内容について、詳しくは最新の投資信託説明書（請求目論見書）をご覧ください。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

※上記グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、対象期間５年間の各月末における直近１年間
の騰落率データ（６０個）を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。

※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額（分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したもの
とみなして計算）をもとに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。また、決算
日を基準日とした年間騰落率とは異なります。
※全ての資産クラスが、当ファンドの投資対象とは限りません。
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

〇組入（上位）ファンド（銘柄）
当該投資信託の組入資産の内容（プラン30）

当該投資信託のデータ

純資産等（プラン30）

組入ファンド数：5

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

第16期末
2017年11月29日

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
その他

59.3％
18.3％
10.1％
10.0％
1.8％
0.5％

※組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

※当期間中における追加設定元本額は156,697,879円、同解約元本額は129,001,187円です。

項　目

純資産総額

第16期末
2017年11月29日

受益権総口数
1万口当たり基準価額

1,854,882,564円
1,163,175,844口

15,947円
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

組入ファンド数：5

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇組入（上位）ファンド（銘柄）
当該投資信託の組入資産の内容（プラン50）

当該投資信託のデータ

純資産等（プラン50）

第16期末
2017年11月29日

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
その他

39.3％
27.3％
20.1％
10.0％
2.8％
0.5％

※組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

※当期間中における追加設定元本額は244,459,386円、同解約元本額は161,687,873円です。

項　目

純資産総額

第16期末
2017年11月29日

受益権総口数
1万口当たり基準価額

3,034,457,480円
1,712,357,114口

17,721円
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明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン30・50・70）

組入ファンド数：5

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇組入（上位）ファンド（銘柄）
当該投資信託の組入資産の内容（プラン70）

純資産等（プラン70）

当該投資信託のデータ

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
その他

40.9％
25.1％
19.4％
10.0％
4.1％
0.5％

※組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

第16期末
2017年11月29日

※当期間中における追加設定元本額は214,431,304円、同解約元本額は160,467,489円です。

項　目

純資産総額

第16期末
2017年11月29日

受益権総口数
1万口当たり基準価額

2,196,109,280円
1,167,603,011口

18,809円
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明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

〇国内株式上位銘柄 組入銘柄数：40

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

銘柄名 業種 組入比率（％）
5.8
5.6
5.3
5.1
5.0
5.0
5.0
4.9
4.8
4.7

新生銀行
ヤマハ発動機
花王
日本たばこ産業
アイフル
ソフトバンクグループ
大成建設
小松製作所
商船三井
りそなホールディングス

銀行業
輸送用機器
化学
食料品

その他金融業
情報・通信業
建設業
機械
海運業
銀行業

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

（注）当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇当期の基準価額の推移

決 算 期：第17期
計算期間：2016年4月19日～ 2017年4月18日

※上記項目の概要につきましては、4ページをご参照ください。
※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
※各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数
を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもの
で、項目ごとに小数点第3位未満は四捨五入してあります。

〇1万口当たりの費用明細
項　目 当期

比率金額

％0.329
（0.329）
0.001

（0.001）
0.330

円
円

 10,961
 36
 （36）
 0
 （0）
 36

平 均 基 準 価 額
（ａ）売買委託手数料
　　（株　　　　式）
（ｂ）そ の 他 費 用
　　（そ　 の 　他）
合　　　　計
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明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
組入上位ファンド（銘柄）の概要

決 算 期：第17期
計算期間：2016年4月19日～ 2017年4月18日

※上記項目の概要につきましては、4ページをご参照ください。
※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
※各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数
を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもの
で、項目ごとに小数点第3位未満は四捨五入してあります。

〇1万口当たりの費用明細
項　目 当期

比率金額

％0.174
（0.174）
0.002

（0.002）
0.176

円
円

 19,588
 34
 （34）
 0
 （0）
 34

平 均 基 準 価 額
（ａ）売買委託手数料
　　（株　　　　式）
（ｂ）そ の 他 費 用
　　（そ　 の 　他）
合　　　　計

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

（注）当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇当期の基準価額の推移

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

〇国内株式上位銘柄 組入銘柄数：63

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

銘柄名 業種 組入比率（％）
3.7
3.4
3.2
2.8
2.6
2.6
2.6
2.5
2.4
2.3

セリア
朝日インテック
アリアケジャパン
東祥
ジェイエイシーリクルートメント
Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス
保土谷化学工業
イーレックス
シークス
池田泉州ホールディングス

小売業
精密機器
食料品

サービス業
サービス業
サービス業
化学

電気・ガス業
卸売業
銀行業
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明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名 債券種類 償還日 組入比率（％）
9.1
4.8
4.3
4.0
3.6
2.7
2.2
2.2
2.1
1.8

利率（％）
0.1
0.1
0.5
0.84
2.13
1.1
1.03
0.842
0.2
1.689

第３７５回利付国債２年
第３４６回利付国債１０年
第１５８回利付国債２０年
住友生命保険相互会社第２回Ａ号劣後債
第４８回ソフトバンク無担保社債
第１３回光通信無担保社債
第1回ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループＨＤ無担保社債（劣後特約付）
第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債（ＴＬＡＣ）
第１５７回利付国債２０年
第４４回ソフトバンク無担保社債

国債
国債
国債
社債
社債
社債
社債
社債
国債
社債

2019年4月15日
2027年3月20日
2036年9月20日
2076年6月29日
2022年12月9日
2021年7月22日
2076年12月25日
2023年9月26日
2036年6月20日
2020年11月27日

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率
※国別配分における日本以外の債券は円建外債（海外の発行体が日本国内で円建で発行する債券）です。
（注）当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇国内債券組入上位銘柄 組入銘柄数：112

決 算 期：第16期
計算期間：2016年4月12日～ 2017年4月10日

※上記項目の概要につきましては、4ページをご参照ください。
※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
※各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数
を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもの
で、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

〇1万口当たりの費用明細
項　目 当期

比率金額

％0.004
（0.004）
0.004

円
円

 14,094
 1
 （1）
 1

平 均 基 準 価 額
（ａ）そ の 他 費 用
　　（そ　 の 　他）
合　　　　計

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇当期の基準価額の推移
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〇外国株式上位銘柄 組入銘柄数：102

〇外貨建投資信託銘柄 組入銘柄数：1

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 決 算 期：第16期
計算期間：2016年4月12日～ 2017年4月10日

銘柄名
1.3CROWN CASTLE INTL CORP 1

組入比率（％）
アメリカ
国

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

（注）当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

銘柄名 国 業種
2.8
2.5
2.4
2.0
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5

MICROSOFT CORP
ALPHABET INC-CL A
APPLE INC
NEXTERA ENERGY INC
FACEBOOK INC-A 
US BANCORP
VISA INC-CLASS A SHARES 
UNITEDHEALTH GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
AMAZON.COM INC

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 
公益事業
ソフトウェア・サービス
銀行 
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
小売

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組入比率（％）

項　目 当期
比率金額

％0.097
（0.097）
（0.001）
0.028

（0.028）
（0.000）
0.092

（0.090）
（0.002）
0.217

円
円

 18,009
 18
 （17）
 （0）
 5
 （5）
 （0）
 17
 （16）
 （0）
 40

平 均 基 準 価 額
（ａ）売買委託手数料
　　（株　　　　式）
　　（投資信託証券）
（ｂ）有価証券取引税
　　（株　　　　式）
　　（投資信託証券）
（ｃ）そ の 他 費 用
　　（保 管 費 用）
　　（そ　 の　 他）
合　　　　計

※上記項目の概要につきましては、4ページをご参照ください。
※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
※各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含
む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご
とに小数点第3位未満は四捨五入してあります。

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇1万口当たりの費用明細

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分
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明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

決 算 期：第16期
計算期間：2016年4月12日～ 2017年4月10日

〇外国債券上位銘柄 組入銘柄数：58

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

（注）当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

項　目 当期
比率金額

0.019
（0.018）
（0.001）
0.019

円
円

 21,214
 4
 （4）
 （0）
 4

平 均 基 準 価 額
（ａ）そ の 他 費 用

 （保 管 費 用）
 （そ　 の　 他）
合　　　　計

※上記項目の概要につきましては、4ページをご参照ください。
※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
※各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含
む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数点第3位未満は四捨五入してあります。

〇1万口当たりの費用明細

銘柄名 債券種類 通貨
16.0
8.0
6.9
4.6
3.9
3.8
3.5
3.4
2.9
2.7

US TREASURY N/B 6.25% 23/8/15
US TREASURY N/B 8% 21/11/15
FRANCE O.A.T. 8.5% 23/4/25
TREASURY 4.5% 34/9/7
US TREASURY N/B 4.25% 39/5/15
BTPS 4.25% 19/9/1
US TREASURY N/B 3.5% 20/5/15
US TREASURY N/B 3% 45/5/15
DEXIA CRED SA NY 2.25% 19/1/30
SPANISH GOV'T 4.6% 19/7/30

国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
社債
国債

米ドル
米ドル
ユーロ
ポンド
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組入比率（％）

％

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇当期の基準価額の推移
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＜ベンチマークについて＞
　ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース）、シティ世界国債
インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を当ファンドの基準組入比率で乗じて、設定日前日（2001年11月29日）を
10,000として指数化したものです。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所といいます）の知的財産であり、株価指数の
算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関する全ての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する全ての権利は東京証券取
引所が有します。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若
しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は
ＴＯＰＩＸの商標の使用若しくはＴＯＰＩＸの指数の利用に関して得られる結果について何ら保証、言及をするものでは
ありません。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合はわが国の公社債市場全体の動きを捉えたものとして、野村證券株式会社により公表されてい
る指数で、機関投資家等に広く利用されており、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は当ファンドの運
用成果等に関し一切責任はありません。

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広
く認知されているものであり、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は
ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価
総額で加重平均し指数化したものです。シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の
権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。




